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ZenFone™ Zoom（ZX551ML）製品カタログ

インテル® Atom™ プロセッサー 搭載

今すぐ欲しい！ASUSのスマートフォン

ゼ ンフォン ズーム

世界最薄、光学3倍ズームカメラ搭載
LTE対応SIMフリースマートフォン



世界最 薄 *1。光学 手 振れ補正 搭 載 、光学3倍ズーム

Camera _

一眼レフカメラ並みの性能をスリムでコンパクトなスマートフォンで実現するために、業界初*1のHOYA社製10層レンズユニットを搭載。世界最薄

の本体からレンズを飛び出させることなく、スマートフォンへの光学3倍ズームの搭載を実現しました。光学手振れ補正も搭載し、遠くの被写体も 

キレイに撮影できます。薄暗い場所でも最速約0.03秒の速さでフォーカスを合わせるレーザーオートフォーカスに、約5cmの近さでも、詳細を

鮮明に撮影できる接写性能。撮りたいもの、撮りたい瞬間を逃しません。半押し操作に対応するシャッターボタンに、音量ボタンでのズームインと

ズームアウトなど、カメラに慣れ親しんだ方が自然に使えるインターフェースを採用しています。

ゼ ンフォン ズーム

See the World up Close ー  

何気 ない日常のなかで心に語りかけてくるもの。 

その 一 瞬を感じるままに写真に残す。 

心を動かすもの、忘れたくない今を動画に記録する。 

その瞬間を逃さない。それが、ZenFone™ Zoom。

今を大事にし、人と人とのつながりを大事にする。 

そんなあなたのためのスマートフォン。

誰もが気 軽に最高のカメラを手にし、いつも持ち歩ける世界。 

その難 題に挑 み、ついに現 実に。 

そして今、あなたの手に。

鷹 ノ 眼 が 、目 を 醒 ま す
イー グル・アイ
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面
万
画素500前 

面

8枚［ レンズ ］ 2枚［ プリズム ］

業界最薄
光学手振れ補正付き3倍ズームレンズ採用

（2016年1月HOYA社調べ）

▼ 光学ズーム：1倍

▼ 光学ズーム：3倍

□ 光学3倍ズーム比較 光学手振れ補正機能により、写真だけでなくビデオ撮影でも十分な明るさがない場所でもスムーズで美しい撮影が可能

*1

インテル® Atom™ プロセッサー搭載



職 人の精 神が息づく。スマートフォンを超 え た芸 術の 逸 品

Design _

本体から飛び出さない画期的なズームレンズを搭載する、世界で 最も薄い*1光学3倍ズームカメラ搭載スマートフォンです。クラ

シックなカメラを連想させる本革仕立ての背面カバーは上質な手触りが心 地よく、手にしっくりと馴染みます。本体を包み込む 

メタルフレームには上品なダイヤモンドカットを施しました。妥協しない職人の精神が実現した「美」と「使いやすさ」の絶妙な 

バランスが認められ、グッドデザイン賞を受賞しています。

高級感溢れるダイヤモンドカットが
施された精巧なメタルエッジライン

王道のブラックとホワイト。クラシックなカメラを思わせる高級感のある 
本革レザーとカジュアルでマットな質感のスタンダードカバー

落下を防いで大切なカメラを守る本革
製の純正ストラップ付属

5mmわずか約

精 巧 な
ダイヤモンドカット

▼

 スタンダードカバー（上）

▼

 プレミアムレザーカバー（左）

□  デジカメユーザーにも 
自然に使えるインターフェース

半押しでフォーカス、全押しで撮影できる使い慣れた
デジカメのような操作性。スリープモード時にシャッ
ターボタンを押すだけで、すぐに撮影が可能

音量ボタン／ズームボタン

録画ボタン
シャッターボタン

□ デジタルズーム(通常のスマホカメラ）と光学ズーム(ZenFone™ Zoom）の比較

画 像を引き延ばすだけの「デジタルズーム 」と違い、「光学ズーム 」なら画 質を劣化させることなく
ズームが可能。詳細をくっきり、鮮明に楽しめます

□ その美しさを、より近くで楽しめる
被写体まで最速約0.03秒の速さでフォーカスできる
レーザーオートフォーカスと、トップクラスのカメラ
レンズで、最大約5cmの近さで接写が可能

［リアルトーンフラッシュなし］［リアルトーンフラッシュあり］

□ フラッシュ撮影でも自然な色合い
背面のデュアルカラーLEDフラッシュと「リアル 
トーンフラッシュ」機能により発光度合いを自動調整

□ 長時間露光撮影（マニュアル撮影）[最長約32秒間]

シャッタースピードを遅めに設定すれば、光の軌
跡など幻想的なきれいな撮影が可能

厳選された上質な本革と
カメラレンズユニットを保護する
航空機レベルのアルミ合金

伝 統 美 と 革 新 的 技 術 の 融 合

△  

約5.5インチフルHD（1,920×1,080ドット）

△  

IPS液晶ディスプレイ

縦

158.9 78.84 11.95mm
（約）

横 高さ

△

▼ デジタルズーム：3倍 ▼ 光学ズーム：3倍

▼ デジタルズーム：1倍 ▼ 光学ズーム：1倍

*1 2016年1月ASUS自社調べ。



製品名 ZenFone™ Zoom（ZX551ML） 

型番 ZX551ML-BK128S4 ZX551ML-WH128S4 ZX551ML-BK64S4 ZX551ML-WH64S4 ZX551ML-BK64S4PL ZX551ML-WH64S4PL ZX551ML-BK32S4PL ZX551ML-WH32S4PL
本体カラー プレミアムレザーブラック プレミアムレザーホワイト プレミアムレザーブラック プレミアムレザーホワイト スタンダードブラック スタンダードホワイト スタンダードブラック スタンダードホワイト
背面パネル素材 本革 プラスチック
プラットフォーム ※1 Android™ 5.0

プロセッサー
プロセッサー名 インテル® Atom™ プロセッサー Z3590（クアッドコアCPU） インテル® Atom™ プロセッサー Z3580（クアッドコアCPU）
動作周波数 2.50GHz 2.33GHz

メインメモリ
搭載容量 ※2 4GB

仕様 LPDDR3

表示機能
液晶ディスプレイ 5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶（LEDバックライト）、Corning® Gorilla® Glass 4、アンチフィンガープリント、フルラミネーションディスプレイ
解像度 1,920×1,080ドット（フルHD）
グラフィックス機能 PowerVR G6430

記録装置
内蔵ストレージ ※3 ※4 128GB 64GB 32GB
ASUS WebStorageサービス 5GB（永久無料版）
Googleドライブ 100GB（2年間無料版）※5

サウンド
機能

サウンド規格 ASUS SonicMaster
スピーカー スピーカー内蔵
マイク デジタルマイク内蔵

Webカメラ
アウトカメラ 1,300万画素Webカメラ内蔵、光学3倍ズーム対応 ※6、光学手振れ補正対応、レーザーオートフォーカス、デュアルカラーLEDフラッシュ
インカメラ 500万画素Webカメラ内蔵

センサ GPS、加速度センサ、近接センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、ジャイロスコープ、NFC

通信機能
無線LAN ※7 IEEE802.11a/b/g/n/ac（周波数帯域：2.4GHz/5GHz）
Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.1

通信方式

FDD-LTE 2,100（1）、1,900（2）、1,800（3）、850（5）、2,600（7）、900（8）、1,700（9）、800（18）、800（19）、700（28）MHz ※8
TDD-LTE 2,600（38）、1,900（39）、2,300（40）、2,600（41）MHz  ※8
W-CDMA（HSPA+） 2,100（1）、1,900（2）、850（5）、800（6）、900（8）、800（19）MHz ※8
TD-SCDMA 2,100（34）、1,900（39）MHz ※8
GSM/EDGE 850/900/1,800/1,900MHz

入力機能 ポインティングデバイス 10点マルチタッチ・スクリーン（静電容量方式）

インター
フェース 

USBポート microUSB×1

SIMカードスロット microSIMスロット×1

カードリーダー ※9 microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
オーディオ ※10 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

電源 USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー

バッテリー
駆動時間 

Wi-Fi ※11 約11.1時間 約11.2時間
モバイル通信時 ※12 約10.1時間 約10.4時間
連続通話時間 ※13 約1,140分（3G） 約1.202分（3G）
連続待受時間 ※13 約303.3時間（3G）、約293.4時間（LTE） 約333.3時間（3G）、約296.7時間（LTE）

バッテリー充電時間 約1.58時間
バッテリー容量 3,000mAh
消費電力 最大約18W
サイズ 高さ約158.9mm×幅約78.84mm×奥行き約5mm～11.95mm
質量 約185g
保証期間 端末本体／本体内蔵バッテリー／USB AC アダプターセット ※14：購入日より12ヶ月間の日本国内保証
主な付属アプリ やることリスト／アプリのバックアップ／自動起動マネージャー／ASUS Splendid／ATOK for Android／AudioWizard／ebiReader／MiniMovie／PhotoCollage／Share Link／Yahoo!JAPAN 
主な付属品 USB ACアダプターセット※14、イヤホンマイク、本革ストラップ、ユーザーマニュアル、製品保証書
JANコード 0889349297773 0889349275658 0889349297766 0889349297780 0889349250150 0889349250174 0889349250143 0889349250167

ZenFone™ Zoom（ZX551ML）製品仕様

PCに匹敵する速さ、馬力、容量。どれもモンスター級

Performance _

あらゆるデバイスで世界初*1となる2.50GHz動作の「インテル® Atom™ プロ

セッサー Z3590」を搭載*2。カメラやネットなどあらゆる作業を快適にこな

せます。多くのアプリを同時に使える余裕の4GBメモリに、128GB*2の大容

量ストレージも搭載し、撮影した写真の動画を容量を気にせずたくさん保存

できます。microSDメモリーカードを追加すれば、モバイルパソコン並みの 

計256GBの大容量化も可能。すべてがモンスター級です。

［ メモリ ］

*2
［ ストレージ ］

*2
インテル® Atom™
プロセッサー Z3590搭載

世界初！
*1

□ 急速バッテリー充電
バッテリーの充電時間を従来よりもはるかに高速化する、
ASUS BoostMasterを搭載。この急速充電機能により、
およそ39分で約60%のバッテリー充電が可能

*3
約

※1 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新しいバージョンが
搭載されている場合があります。 ※2 メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※3 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※4 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。 ※5 サービスを利用するには、2018
年3月31日までにアクティベーションを完了していただく必要があります。アクティベーション完了後、12ヶ月のあいだは同一のサービスを追加することはできません。 ※6 デジタルズーム使用時は、ズーム倍率は最大12倍になります。 ※7 5GHz帯では、W52/W53/W56に対応しています。電波法により、
W52/W53は屋内使用に限ります。 ※8 （ ）内の値は、対応バンドになります。 ※9 使用可能なmicroSDメモリーカードは、最大128GBまでになります。 ※10 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。 ※11 輝度100nits（100cd/
㎡）で、ウェブブラウジングした場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※12 輝度100nits（100cd/㎡）で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングした場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合が
あります。 ※13 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※14 USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、microUSBケーブルが含まれています。

● お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。● 同梱品、及び専用オプション以外
の動作は保証対象外です。● Google Playから有料アプリケーションをダウンロードする際は、クレジットカード、またはGoogle Playギフトカードが必要です。 
● プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。● 詳細なユーザーマニュアルはASUSサポートサイト（http://www.asus.com/
jp/support/）からダウンロードできます。● Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。● 本カタログの画像はイメージです。実際の製品と異なる
場合があります。● このカタログの内容は、2016年2月現在のものです。

受付時間：9：00〜19：00（年中無休）
※携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は （通話料はお客様負担）

ASUSコールセンター ［ 通話料無料 ］
お問い合わせ先

AP-9-20160205

ASUSについて
ASUSは、2014年のグローバルコンシューマー向けノートパソコン市場においてシェア第3位※1の総合エレクトロニクスメーカーです。パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ 
などのデジタルデバイスや、マザーボードをはじめとした、ビデオカードなどパソコン向け高性能パーツを開発し、ワールドワイドに展開しており、2014年には4,326の賞を受賞しました。 
日本においては、2015年上半期（1月～6月）にはSIMフリースマートフォン、Androidタブレット、マザーボード、ビデオカードといった販売実績において、国内シェア第1位※2を達成しています。 

www.asus.com/jp/ ※1.IDCデータをもとにした自社調べ。 ※2.「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

※1 ノートパソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、デスクトップパソコン、一体型パソコン、液晶ディスプレイ、プロジェクターのみ対応。
※2 保証内容については製品に同梱されている保証書の内容をご確認ください。
※3 引き取り、お届けに関しては日本国内とさせていただきます。また地域によっては引き取り、お届けに時間をいただく場合がございます。

ASUSの安心サポート
ASUSピックアップサービス※1

ASUSなら万が一故障しても、
ご自宅まで引き取りに伺います。

サービス完了後は
ご自宅まで配送※3

ご連絡いただいた翌日に
専門業者がお引取り※3

*1 2016年1月ASUS自社調べ。 *2 型番ZX551ML-BK128S4、ZX551ML-WH128S4のみ対応。*3 バッテリーが0%

の状態からスタートした場合。測定方法や条件により異なる場合があります。

Intel, インテル、Intelロゴ、Intel Core,Core Insideはアメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporation の商標です。

今すぐ欲しい！ASUSのスマートフォン

ZenFone™ Zoom（ZX551ML）専用 
純正アクセサリー［ 別売 ］

□ JANコード 0889349214961

目に優しく、疲れにくい。ブルーライトカット加工
液晶保護フィルム


